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案件番号 ２０−０１−０１ ２０−０１−０２

企業情報

業種 造花及び造花関連資材の輸入・卸売 製造業

資本金 800 万円 1,000 万円

従業員数 14 人 34 人

売上高 332 百万円 400 百万円

所在地 大阪市（面談は八尾市） 大阪市旭区

診断テーマ／課題

　経営者は、具体的経営計画を作成し、安定した経営を行なっ

ていきたいと考えています。また、代取は従業員への承継（候

補者4名）のことを気にかけておられます。

１９５３年に創業・設立したメッキ表面処理会社であり、大手

電機メーカなどへ電気製品に用いられる金属部品や樹脂成形品

のメッキを主たる事業とする国内では数少ない無電解メッキの

専門会社であった。受注先の海外生産移管に伴い、受注額が減

少し、適正な成長が望めない中で7年前にメッキ技術を活用した

消費者向け製品の生産・販売にチャレンジしたがうまくいかな

かった。その後、スマホ用部品の受注が増大し、5年前には過去

最高の売上を計上したが、その後、売上は減少している。今後

の成長に向けた事業戦略の構築及びそれを実現するための施策

策定を診断テーマとする。加えて経理・財務の充実強化、管理

会計・原価管理の仕組み構築も期待している。

実施方法　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

募集人員 ６　名 ６　　名

最少催行人数 ４　名 4　　名

実施日数 ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分）

実施期間 5 月 ～ 6 月 5 月 ～ 7 月

主な作業場所／時間帯 株式会社　上宮経営開発研究所の事務所／土、昼
梅田（大阪市立総合生涯学習センター）、

平日の夜間（18時30分～２１時３０分）、土日の昼間

予定スケジュール　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

１日目
5月2日（土）

うちPM2：00～PM4：00企業訪問・ヒアリング

5月19日（火）オリエンテーション（実習先の事業内容・経営概

況・課題を共有化）

２日目 5月9日（土） 5月26日（火）実習先にて社長・担当者からヒヤリング

３日目 5月16日（土） 6月9日（火）現状と課題の整理、提言の方向性検討

４日目 5月23日（土） 6月23日（火）実習先にて追加ヒヤリング

５日目 5月30日（土） 7月中旬　解決策・提言内容を検討、報告書の骨格まとめ

６日目
6月6日（土）

うちPM2：00～PM4：00企業訪問・報告会
7月28日（火）実習先にて報告、意見交換

担当指導員

指導員名 上宮　克己 橋本　博

プロフィール 1961年 大阪府生まれ。

株式会社フクトク銀行、箕面商工会議所 中小企業相談所 所長を

経て2004年 上宮経営開発研究所 開設。現在、株式会社上宮経営

開発研究所 代表取締役、関西ＢＳＣ研究会 会長、大阪府事業引

継ぎ支援センター・統括責任者も務める。中小企業に財務、顧

客、業務プロセス、人材と変革の視点の調和をとるバランス・

スコアカードの導入による戦略・経営計画作成実行支援（1622

社）、Ｍ＆Ａ支援（成約202社）、事業承継（経営の承継・経営

者の承継・資産の承継）計画作成実行支援（2381社）、顧客満

足経営支援等をおこなっている。中堅・中小企業、金融機関、

中小企業大学校、商工会議所等において、M&Aセミナー、事業

承継セミナー、バランス・スコアカードセミナー、顧客満足向

上セミナー等の講師も多数実施している。

著書に『小さな会社にも活用できるバランス・スコアカードの

創り方』（同友館）、『大阪府事業引継ぎ支援センターの挑

戦』（リンケージ・パブリシング）

中小企業診断士。

1993年中小企業診断士登録。大手家電メーカ退職後、独立。経

営革新計画策定支援、事業再生計画策定支援、経営の見える化

の仕組み構築支援など70社程度の支援を経験。実務補習指導員

を19件、実務従事事業指導員を9件担当。

参加者へのコメント 　受信企業様は、創業100年を超える中で蓄積されたノウハウ

と、海外直輸入ルート・大規模流通センターを保有する。受信

企業様に喜んでいただける事業計画策定支援のための提言を行

ないたいと思います。大きな気づきや学びのある楽しい診断実

務従事にしましょう。

中小企業の目線に合わせて、現場現物主義で支援します。ゴー

ストバスターズ手法（システムズアプローチ）を用い、現状分

析・あるべき姿・あるべき姿実現のための処方箋と実行計画策

定、経営数値への落とし込みまで、経営者と意見交換しながら

体系的に支援します。実務従事を通じて、ゴーストバスターズ

手法もマスターしていただければと思います。一緒に勉強いた

しましょう。

令和2年度 春季実務従事事業案件一覧表
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案件番号 ２０−０１−０３ ２０−０１−０４

企業情報

業種 飲食業 建設・土木機器等レンタル業

資本金 − 1,000 万円

従業員数 ５ 人（アルバイト２０名） 31 人

売上高 １２ 百万円 720 百万円

所在地 吹田市 大阪市

診断テーマ／課題

・吹田市役所周辺に２年前に開業した飲食店です。地元の方に

喜んでもらえる値ごろ感ある定食や弁当販売、宅配サービス等

を行うことにより、地域密着の定食屋を目指しております。

・開業当初から売上を順調に伸ばしており、今後のさらなる発

展を目指し、今年の９月を目安に２号店の出店を検討しつつあ

ります。

・それに伴い、２号店出店を想定した出店先の顧客状況、店舗

オペレーション、店舗契約などの出店計画の策定が課題となっ

ております。

・これらを踏まえて、課題抽出および提言を行いたいと考えて

おります。

◆診断テーマ　：ビジネスモデルで考える経営革新

◆企業の概要　：１９６５年創業の物品レンタル業

◆企業の課題　：順調な事業拡大の中で、2支店を設置し、多拠

点経営と人員増加に伴う人事管理の高度化や、今後の建設市場

変化を視野に入れたビジネスモデルの診断と革新、安定的な資

金調達等が課題となっています。

実施方法　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

募集人員 ６　　名 ６　　名

最少催行人数 4　　名 3　　名

実施日数 ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分）

実施期間 5 月～6 月 ６月中旬～８月末

主な作業場所／時間帯

指導員の事務所（地下鉄淀屋橋、北浜から徒歩10分）

または大阪市内の貸会議室

土日の半日（主に午前中）を基本とします。ただし、経営者へ

のヒヤリングおよび報告会は、１４時以降となります。

大阪市内会議室／土曜日、　１０：００～１７：００

予定スケジュール　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

１日目
５月　９日（土）　

事前打合せ、経営者にヒヤリング、役割分担

6月13日（土）企業訪問準備（質問調整）、企業訪問、企業環境

分析

２日目
５月１０日（日）　

課題抽出、方向性検討（ディスカッション）

6月20日（土）現ビジネスモデル分析、新ビジネスモデル要素の

検討

３日目
５月１６日（土）　

方向性、具体策の検討（ディスカッション）

6月27日（土）新ビジネスモデル要素の検討、変革のための課題

抽出、対策立案

４日目
５月２３日（土）　

具体策の検討（ディスカッション）、診断報告書作成
7月25日（土）各担当の報告書骨子の持寄り、討議、調整

５日目
５月３０日（土）　

報告準備（プレゼン技法）、診断報告書作成

8月8日（土）各担当の報告書原案持寄り、全体調整、原稿確

定、複写手配

６日目
６月　６日（土）　

事前すり合せ、経営者への報告会開催
8月29日（土）企業先にて「診断報告会」

担当指導員

指導員名 辻　紳一 中上　義春

プロフィール 1969年生まれ、約20年にわたるプロジェクトマネージャーの経

験を経て、2010年に中小企業診断士登録の後、独立。

現在は、創業、事業計画、まちづくり・商店街活性化等の経営

コンサルティングを専門に支援をしております。また、大阪商

工会議所、吹田市等の経営相談員や大学学外講師・セミナー講

師、行政の選定委員等も行っております。

経営者に寄り添った支援をモットーにしております。

◆ビジネスモデル視点での経営革新支援を中心に展開。　経営

革新計画の承認取得支援　８０社以上。◆指導員歴　：実務従

事、実務補習指導　２８コース。◆その他詳細は事務所HP

（http://kansaismr.com）をご覧ください。

(有)関西中小企業研究所（認定経営革新等支援機関）

参加者へのコメント わいわいガヤガヤした雰囲気の中で全員参加のディスカッショ

ンを進めていきます。経営者が「明日から実践してみよう」と

思える具体的な提案を一緒になって考えていきましょう。

議論しながらの合意形成プロセスを体感したい方、経営者に伝

わるプレゼン手法を学びたい方などには、必見です。

是非ご参加ください。特に意欲のある方は大歓迎です！

「企業の未来創りを応援します」を合言葉に、この企業の現ビ

ジネスモデルや経営課題を参加者全員で検証し、課題への対策

や、将来的に発展性のあるビジネスモデルの確立と、その新ビ

ジネスモデルに移行するための行動計画をそれぞれの担当分野

で提言します。　①戦略、②ビジネスモデル、③営業、④財

務、⑤人事、⑥情報等のその分野を得意とする主担当者を決

め、全員の討議を踏まえ、分野別分担で診断を進めます。

令和2年度 春季実務従事事業案件一覧表
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案件番号 ２０−０１−０５ ２０−０１−０６

企業情報

業種 卸売業 訪問介護、成年後見,住宅確保要支援者支援

資本金 ― 1,000 万円

従業員数 20 人 正規 22 人

売上高 300 百万円 180 百万円

所在地 京都市 守口市　守口市駅徒歩10分

診断テーマ／課題

今後の成長戦力と現在までの振り返り テーマ：新規事業（a.有料老人ホーム運営・b.フランス人従業員

活用）の事業化可能性判断、事業承継の在り方、総合的なビジ

ネスモデル。

課題：経営者が既存事業の将来性に危惧を覚え、多様な新規事

業に取り組んできた。人手不足のなか、人事労務施策や新規事

業の在り方、事業承継の方法・時期等について具体的な戦略・

計画施策を支援する。

実施方法　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

募集人員 ６　　名 ６　　名

最少催行人数 ４　　名 　4　 　名　

実施日数 ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分）

実施期間 6月下旬～7月上旬 5 月～8 月

主な作業場所／時間帯 指導員事務所（大阪本町）
大阪府守口市西郷通１丁目２−１１　ララこあら　

土曜日14時以降

予定スケジュール　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

１日目 6月20日（土）
5月23日（土）　

ヒアリング項目打合せ→簡易ヒアリング（仮説検証）

２日目 6月21日（日 ）
6月6日（土）

ヒアリング打合せ→第2回ヒアリング（仮説検証）

３日目 6月28日（日） 6月27日（土）　 調査担当分担

４日目 7月4日（土） 7月18日（土）　 中間報告

５日目 7月5日（日） 8月8日（土）　　成果発表打合せ

６日目 7月18日（土） 8月29日（土）　  成果発表　反省会

担当指導員

指導員名 原　伸行 山岸　祥治

プロフィール 得意分野は外食産業及び食品関係企業です。

実務補習、実務従事合わせて十数回行っています。

得意分野：異業種連携　協同組合　システム開発　創業支援　

中小企業診断士理論政策研修講師　H24,25,27,28,29,30,R1　大

阪商工会議所開業スクールメイン講師H26,27,28,29,30,R1　

同会議所 専門相談員　H29,H30,R1

松下電器貿易（株）→飲食店経営4店舗→事業協同組合役員

経営経験27年　診断士11年

参加者へのコメント 机上の理論ではなく、実現可能性が高い提案をおこなうように

しています。今回の企業はベンチャーで伸び盛りの企業です。

皆様で本当に社長が実現し喜んでもらえる提案を考えましょ

う。

新規事業は多くの連携先の影響を受けるため、状況が流動的な

中での診断を前提としている。このため、参加者の方々には、

機敏な対応力を発揮し、それぞれのバックボーンを生かした具

体的解決策の提供をお願いしたい。

令和2年度 春季実務従事事業案件一覧表
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案件番号 ２０−０１−０７ ２０−０１−０８

企業情報

業種 その他の水産物卸売販売　（昆布原藻） 船舶用空調装置等製造・卸売業

資本金 4,000 万円 　　1,000 万円

従業員数 12 人 10 人

売上高 600 百万円 240 百万円

所在地 東大阪市 大阪市

診断テーマ／課題

創業145年の老舗海藻卸問屋。「業界の雄」たらんと願う若社長

とともに10年後のあるべき姿を具体的に模索する。

取り扱う商品の生産量の減少、消費量の減少、同業他社の廃業

など外部環境は大きく変化しつつある。また、同社が支援して

いる海産物卸売小売企業には、社長自身が代表取締役として出

向しており、その動向も同社の近未来を検討する上で重要な鍵

となっている。

バランス・スコアカード（ＢＳＣ）による事業計画策定支援。

経営理念、ビジョンを日常の行動に落とし込むＢＳＣマネジメ

ントを４つの視点（財務、顧客、業務（プロセス）人材と変

革）からバランスのとれた明確な戦略目標を設定し、戦略マッ

プで「見える化」する。また戦略目標達成のための評価指標・ 

数値目標、アクションプランと階層化したスコアカードをアウ

トプットし、バランス・スコアカードを完成を目標に、しかし

アウトプットは臨機応変に適応する。

実施方法　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

募集人員 ６　　名 ６　　名

最少催行人数 ４　　名 ３　　名

実施日数 ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分）

実施期間 5 月 ～ 8 月 5月中旬 ～ 6月下旬

主な作業場所／時間帯 診断先企業会議室、土曜午後
高槻安満遺跡公園内会場、

原則土・昼で日当たり4時間を予定。

予定スケジュール　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

１日目 5月16日（土） 5月16日（土）　 企業ヒアリング

２日目 5月30日（土） 5月23日（土）　 現状分析　戦略課題抽出

３日目 6月13日（土） 5月24日（日）　戦略マップ、アクションプラン検討

４日目 7月18日（土） 6月13日（土）　アクションプラン策定

５日目 7月25日（土） 6月20日（土）　 バランス・スコアカード策定

６日目 8月8日（土） 6月27日（土）　報告会

担当指導員

指導員名 中川　雅之 森田　米治

プロフィール 公務員を定年退職後、中小企業診断士開業。コーチング、とり

わけ引き出す力を中心に、豊かな企業づくりを 支援していま

す。経営戦略、各種計画、ビジョン策定や組織開発を手がけて

います。

2018年2月期実務補習副指導員。2019年秋季実務従事指導員。

2020年2月期実務補習指導員。

日用品メーカーサンスターに２３年間勤務。営業マネージャー

として日用雑貨卸、量販店、ドラッグストアなどの販売に従

事。その後独立し、現在商工会議所等で創業支援、経営革新、

金融相談、ものづくり、ISOなど幅広く経営課題の解決にあたっ

ています。また経済産業省認定支援機関として経営改善計画作

成支援などにも携わっています。

　また今後の海外支援活動に備え英語力強化に努めています。

指導員支援実績企業41社

参加者へのコメント 経営者と共に企業の組織文化を紐解き、表面的な問題解決でな

く会社の目指す夢を引き出しその実現策を共に考え抜くこと

で、豊かな企業づくりを支援することができます。あなたも一

緒にやりませんか。

女性社長である診断企業のポリシーは「困難であればあるほ

ど、ガッツが湧いてくる。お客さまに喜んでいただけるなら、

何度でもチャレンジします」です。特異な船舶用空調装置の顧

客要望をかなえ、発展させていくために事業計画の見直し、販

促、販路開拓、人の育成など全体の経営基盤のバランスが必要

と感じておられる。私どもと共にバランス・スコアカードを学

びながらそれらを活用した支援をしていきたいと思います。ま

た現場の「わかっていても行動に移せないのはなぜか」をモチ

ベーションの欠如と考え、従業員の行動意欲と組織の活性化か

らもアプローチできればと思います。
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案件番号 ２０−０１−０９ ２０−０１−１０

企業情報

業種 理美容業 墓石・石材卸売、建墓・石材販売

資本金 1,000 万円 1,000 万円

従業員数 14 人 ６ 人

売上高 8,791 百万円 67 百万円

所在地 大東市 大阪府枚方市

診断テーマ／課題

会社としては美容院を１店舗、理容院を１店舗を経営ししてい

ます。昨年、美容院を任せていた店長が退店し、また、スタイ

リストの不足により大きく売上が低下しました。その一方で美

容院のボランタリーチェーンに加入してコストダウンや社員教

育を積極的に行っておられます。その中で、人材確保の方法や

顧客の単価アップや来店客数のアップへのアドバイスを求めて

おられます。

今回の診断先は霊園の墓石販売を50年間営んでいる事業者で

す。関連会社として霊園の管理を行う会社もあります。経営環

境の変化する霊園＆墓石市場において、どのような集客方法を

とればよいのかを課題と考えています。また、財務的な課題も

あります。経営戦略、マーケティング・販売、財務・会計、人

事・組織、情報システムなどの部門で診断・提言を行います。

実施方法　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

募集人員 ６　　名 4　　名

最少催行人数 5　　名 3　　名

実施日数 ６日間（６ポイント分） ６日間（６ポイント分）

実施期間 ６月から７月の２ヶ月間 6 月 ～ 7 月

主な作業場所／時間帯
株式会社　ニシムラヤ（地下鉄　四つ橋線・本町）

土曜日　１４：００～１７：００

指導員事務所（枚方市楠葉並木1-38-20-301）／時間帯は企業訪

問日は10:00～16:00を原則としますが、４日目は13:00～17：00

と考えています。

予定スケジュール　（新型コロナウイルスの影響により変更となる可能性があります。あらかじめご了承ください。）

１日目 6月20日（土）　打ち合わせ・企業訪問 6月7日（日）　診断先でのヒアリング

２日目 6月27日（土）　課題週出・アドバイスの方向性検討 6月14日（日）　指導員事務所で主要経営課題の検討

３日目 7月4日（土）　  アドバイス案具体化 6月21日（日）　診断先で主要経営課題について意見交換

４日目 7月18日（土）　スケジュール・予算検討 6月28日（日）　指導員事務所で改善提言の検討

５日目 7月25日（土）    プレゼン資料作成 7月5日（日）　診断先で改善・改革悌提言の意見交換

６日目 8月1日（土）（未定）　報告会 7月19日（日）　診断先での診断報告会の実施

担当指導員

指導員名 横山　昌司 若松　敏幸

プロフィール 昭和３４年生まれ。同志社大学経済学部卒業、関西学院大学商

学研究科修了。平成１０年コンサルタントとして独立。小規模

メーカーや小売業に多くのコンサルティング実績や公的な機関

での多くの相談実績を有する。

1995年中小企業診断士情報部門に登録。1998年独立。主に小売

業、卸売業などの流通系企業の診断を得意にしています。専門

分野は経営戦略、マーケティング、情報などです。これまで実

務補習、実務従事の指導員として55社実施してきました。

事務所の場所などは、次のＵＲＬをご覧ください。（最寄駅は

京阪・樟葉駅。）　URL: http://www.wakamatu.jp/

参加者へのコメント 診断企業にとってつねにわかりやすく企業のレベルにあったコ

ンサルティングを心掛けています。実務従事は６日間と限られ

た期間になりますが、クライアントにとって役立つアドバイス

を行うだけでなく、楽しい実務従事を行いたいと考えていま

す。

今後の事業展開について、診断先の経営陣と一緒に考え、アイ

デアを提案し、実行計画の策定を支援することを狙いとしてい

ます。

企業訪問は４回予定しており（1日目、3日目、5日目、6日

目）、ヒアリングと報告会の間に、経営者とのディスカッショ

ンも盛り込むつもりです。診断および提言の内容も大事です

が、経営者との討議プロセスも貴重な体験となると思います。

訪問日は、支援先企業および受講者の皆さんのご都合をお聞き

して調整することもあります。ご了承ください。

5月上旬には募集を締め切りますので、お早めにご応募くださ

い。
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